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要 旨
企業や公的機関などの情報システムをターゲットにしたサイバー攻撃による被害が社会的な問題になっています。高
度化する攻撃に対抗するには、複数の対策を組み合わせた多層防御が必要です。多層防御は、事前対策、脅威検知、
事後対策から構成されます。事前対策である脆弱性管理は、機器の構成情報の把握、脆弱性情報の把握、脆弱性
の調査・リスク分析、対策の実施というステップで行います。これらのステップにおける問題を説明し、NEC で利用
しているソリューション「NEC Cyber Security Platform」を紹介します。
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ぐための予防策です。脆弱性情報を収集してセキュリ

1. はじめに

ティパッチを機器に適用すること、管理者権限を必要

昨今、企業や公的機関などの情報システムをターゲット

最小限のユーザーのみに限定することで権限のない

とするサイバー攻撃が増加するとともに、従来は個人の愉

ユーザーが重要情報にアクセスできないように制限

快犯が中心であったものが、プロの犯罪者によるビジネス

を実施すること、許可されたアプリケーションのみを

へと変化しています。社外に公開するサーバが不正アクセ

利用可能にするアプリケーションのホワイトリスト化

スを受け、数百万件の顧客情報が流出した事案や、海外の

などが挙げられます。

重要インフラ企業のワークステーション数万台がウイルス

（2）脅威検知

に感染し内部システムのネットワーク遮断が発生した事案

脅威検知は、事前対策で防げず、侵入された脅威を

など、サイバー攻撃による被害は後を絶ちません。

見つけることです。サーバや端末、ネットワーク機器

本稿では、サイバー攻撃に対するNEC の考え方、対策
について紹介します。

などのログや各種セキュリティ製品のアラートを集
約して、不審な通信が発生していないか、管理者ユー
ザーのログイン失敗が大量に発生していないかなど
を調べることでマルウェアの侵入や攻撃の成功を検知

2. サイバー攻撃対策

します。一般的には、セキュリティオペレーションセ

高度化する攻撃に対抗するには複数の対策を組み合わせ
た多層防御による対策が必要です。多層防御では1つの対

ンターと呼ばれる専門組織が担当します。
（3）事後対策

策が破られても次の対策で攻撃を防ぐという考えに基づい

事後対策は、攻撃を受けた後の被害を極小化するこ

ています。多層防御を構成する個々の技術的対策は大きく

とです。まず、影響範囲を特定し、端末隔離やパスワー

分けて「事前対策」
「脅威検知」
「事後対策」に分けられます。

ド変更などの暫定対処を実施して被害の拡大を防止

（1）事前対策

します。次に、フォレンジックやマルウェア解析など

事前対策は、攻撃が行われた場合の侵入を未然に防

の本格対処を行うことで被害全貌を把握したうえで、
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汚染された機器のクリアインストールなどを行い復旧
します。情報流出が確認された場合や、自社が提供

各手順の考え方と実施プロセスでの問題を説明します。
（1）構成情報の把握

するサービスに影響が出た場合など、必要に応じて社

社内の機器の総数把握と機器ごとのソフトウェア構

外へ報告や情報公開を行います。

成情報を収集し、管理を行うことです。構成情報を
収集することで脆弱性が発見されたときの対処を迅
速に行うことができます。

3. 事前対策の効果と NEC の脆弱性管理

このプロセスでの問題は、管理対象機器が多数存在

オ ースト ラ リ ア 電 信 電 子 局（Australian Signals
Directorate:ASD） が 提 唱 す る“Strategies to
Mitigate Cyber Security Incidents” によると、事
1)

するため、保有する機器の使用ソフトウェア、及びそ
のバージョンの把握が十分にできないことです。
（2）脆弱性情報の把握

前対策である「アプリケーションの利用制限（ホワイトリス

各 OS、ソフトウェアベンダーの WebサイトやIPA、

ト化）」
「アプリケーションを最新の状態に保持（セキュリ

JPCERT/CC などの脆弱性情報を発信している組織

ティパッチ適用）」
「管理者権限の最小化」を実施すること

から公開される脆弱性情報を日々収集します。社内

で、85% のサイバー攻撃が防御可能と試算されています。

システムの構成情報と入手した脆弱性情報から必要

実例として、2017年 5月に世界150カ国、30万台以上

な情報を精査し、取捨選択します。

の機器に感染したランサムウェア WannaCry2) は、2017

このプロセスでの問題は、公開される脆弱性情報や

年 3月にパッチが公開されている CVE-2017-0145 の脆

ベンダーから提供される大量のパッチ情報から自社

弱性を悪用しています 3)。そのため、セキュリティパッチの

に関係あるものがどれかを調べるのに時間がかかる

適用ができていれば被害は発生しませんでした。

ことです。

ASD が提唱する対策のうちセキュリティパッチ適用は、導

（3）脆弱性の調査・リスク分析

入コストやメンテナンスコストが高いと評価されており、導

収集した情報からリスクの高い脆弱性を選定し、収集

入・運用は難しいと考えられています。一方で、NEC ではサ

した構成情報と突き合わせることで自社への影響を

イバー攻撃から社内の情報インフラ、情報資産を守るため

確認し、対処要否の判断を行うことです。

2002 年からサイバー攻撃防御システム（Cyber Attack

このプロセスでの問題は、自社への影響調査を実施す

Protection System:CAPS）を開発し、社内のパッチ適

るにも、各部門への調査依頼や管理台帳と突き合わ

用を社内18万台に対して実践し、アプリケーションを最新

せに時間がかかり、迅速な対応ができないことです。

の状態に保持してきました。CAPS では「数えられるもの

（4）対策の実施

が管理できる」という「数えるマネジメント」の考え方に従っ

対策が必要と判断した脆弱性に対して、パッチ適用

て、機器がどこに何台あるのか、そのうち対策が必要な機器

や運用回避などの対策を立案し、実行します。セキュ

が何台あるのかを数えることでリスクを可視化し、脆弱性を

リティ管理者は対策の実施状況を監視し、すべての

管理しています。これにより攻撃そのものは防げなくとも、

機器で対策が完了したことを確認します。

攻撃により被害に遭うリスクの大幅な低減に成功していま

このプロセスでの問題は、対策を人手で実施するには

す。以降の章では脆弱性管理に絞って解説します。

膨大なコストがかかることです。例えば 1万台の機器
に対して脆弱性が 100 個ある場合、100万件の対策

4. 脆弱性管理の手順と問題
一般に脆弱性管理は以下の手順で行われます 4)。

実行と結果確認が必要となり、人手で確認するのは
困難です。また、部門間のコミュニケーションミスに
より、実態を確認できない場合もあります。

（1）構成情報の把握
（2）脆弱性情報の把握
（3）脆弱性の調査・リスク分析
（4）対策の実施
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5. ｢NEC Cyber Security Platform｣
先に述べたとおりNEC では脆弱性管理を行うために
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CAPS を 運 用してきました。2016 年 度 からは CAPS
を 更 新 す る 形 で GCAPS（Global Cyber Attack
Protection System）をNECグループ全社に対して展
開しています。GCAPS の NEC 社内での運用実績をもと
に ｢NEC Cyber Security Platform｣ (以下、NCSP)
を製品化しています。
5.1 NCSP の機能とシステム構成
NCSP は社内の機器の脆弱性対策状況の可視化から

図2

リスクビューア ( 左 : 一覧画面、右 : 詳細画面 )

対策実行までを支援するソリューションであり、次のコン
ポーネントから構成されています。
（1）NEC セキュリティインテリジェンス
（2）NCSP エージェント
（3）NCSP マネージャー
システム構成を図1に示します。
5.2 NEC セキュリティインテリジェンス
NECセキュリティインテリジェンス（以下、インテリジェ

図3

NCSP のダッシュボード画面

ンス）は脆弱性情報の把握を支援します。
インテリジェンスは NCSP が脆弱性を調査するための
検索式や対策（パッチ、回避策など）の情報が含まれて

介すことがなくなるために、迅速かつコストをかけずに以

おり、脆弱性情報が公開されるたびに NEC が情報を収

下のプロセスを実行できます。

集し、内容を評価して配信します。このインテリジェンス

(1) 構成情報の把握

を活用することで、高度なセキュリティスキルがなくても

機器の情報（ホスト名、OS 名、CPU 名、IP アドレス、

NECと同様の脆弱性管理が可能となります。

MAC アドレス、インストールされているソフトウェア
など）を自動収集します。
(2) 脆弱性の調査

5.3 NCSP エージェント
NCSPエージェントは NCSP マネージャーと連携し、構

脆 弱 性 を 調 査 するた め の 検 索 式 を NCSP マネー

成情報の把握、脆弱性の調査、対策を実施します。人手を

ジャーから受信し、インストールされているソフトウェ
アのバージョン、ファイル、レジストリなどを確認する
ことで脆弱性の有無を調査します。また、その結果
をNCSP マネージャーへ送信します。

機器の利用者

NCSP
エージェント

NCSP
エージェント

PC

サーバ

構成情報収集
脆弱性調査

NCSPマネージャー
構成情報を蓄積
調査結果の集計

(3) 対策の実施
NCSP マネージャーから自動対策の指示を受信した場
NECセキュリティ
インテリジェンス
脆弱性の内容
脆弱性調査方法
脆弱性対策方法
など

脆弱性の影響範囲を特定
複数の対策案を提示

対策実行

セキュリティ管理者

図1

NCSP のシステム構成

合には、自動的に対策を適用します。また、手動での
NECセキュリティ
インテリジェンス
配信サーバ

対策指示を受信した場合には、
図 2に示すリスクビュー
アを表示し、機器の利用者へ対策実施を促します。
5.4 NCSP マネージャー
NCSP マネージャーは NCSPエージェントが集めた構
成情報や調査結果を組織ごとに集計し、リスクを見える化
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します。図 3にNCSP のダッシュボード画面を示します。
機器全体のリスク状況、脆弱性別・組織別・端末の種
類別のリスクがある機器を数えることで、セキュリティ管
理者の対策立案を支援します。セキュリティ管理者は脆弱

関連 URL
NEC Cyber Security Platform
http://jpn.nec.com/ncsp/

性の内容や機器の種別などを考慮して、対策を指示・実行
することができます。

6. おわりに
本稿では、サイバー攻撃とその対策における脆弱性管理
の重要性、そのソリューションであるNCSP の紹介をしま
した。今後は CSIRTの運用を支援するインシデントレス
ポンス機能を強化していく予定です。
* Apache Struts は、Apache Software Foundation の
登録商標または商標です。
* その他記述された社名、製品名などは、該当する各社の商標ま
たは登録商標です。
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